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　2011ー 2012年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
	 	 R . I . 会 長	 Kalyan		Banerjee
2580地区テーマ	 「簡素にして充実」	 地区ガバナー	 水 　野　正　人
クラブテーマ	 「質素にして充実」	 クラブ会長	 海 　内　栄　一

本日の卓話

前回（６/６　1271 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

今後の卓話予定

来　訪　者　紹　介

年間100％出席	 　　馬 場 洋 介 君　２回	　　矢 野 幸 士 君　12回	
	 　　小 林 雅 純 君　16回

会長報告＜海内会長＞
本日は雨で、楽しみにしていた太陽面の金
星通過を見ることができなくなりました。
本日13：27までの天体ショーで、次は128年

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

「東日本大震災への明治大学の取り組み」
	 	 	 明治大学商学部教授　水野勝之	様

	 45 名	 1 名	 3 名	 34 名	 7 名	 82.93％	 1269 例会修正　欠席 5名・出席率 87.80％

◆ゲスト ６名 東京浅草R.C.　浅草観光連盟会長　冨士滋美	様
	 北分区ガバナー補佐　東京池袋R.C.　小林征夫	様
	 北分区分区幹事　東京池袋R.C.　野口昇兵	様
	 	 東京青年会議所　台東区委員会　藤井勇人	様・市原淑行	様
	 	 米山奨学生　チョン・チヒョン	様
◆ビジター ５名 東京浅草R.C.　大野晴治	様・坂　真太郎	様・田原　績	様
	 	 東京葛飾中央R.C.会長　瀧澤一郎	様
	 	 関原会員のご子息　歯科医師　関原　仁	様

後だそうです。
昨日おとといのテレビニュースでたくさん放
映されていたので、見た方もいらっしゃると
思いますが、今東京ビックサイトで国際食品

６/20	 クラブ協議会「2011−12 年度事業報告」	
６/27	 会長・幹事「一年を振りかえって」	 海内栄一会長・藤掛靖元幹事

〈次頁につづく〉

小林ガバナー補佐（右）、野口分区幹事のごあいさつ
東京青年会議所 台東区委員会の藤井様と市原様
がわんぱく相撲のお礼にいらっしゃいました



幹事報告＜藤掛幹事＞
・本日、例会終了後第12回理事・役員会を本
年度、次年度合同の理事・役員会として開
催いたします。本年度、次年度の理事・役
員の皆様のご出席をお願いいたします。

・先般のロータリー国際大会に於いて開催さ
れた「ジャパンナイト」の模様がDVDに
纏められました。クラブ事務所に置いてあ
りますのでご興味成る方はご覧ください。

委員会報告
＜親睦活動委員会　小林（博）委員長＞
・来たる６月22日、本年度最後のイベント
“会長・幹事慰労会”を草津亭にて開催いた

します。皆で盛り上げて最高に楽しい会に
したいと思いますので、ご協力よろしくお
願い致します。

工業展fooma	JAPAN2012という食品産業の
機械展が行われています。今年は昨年が震災
の影響もあって出展者、来場者が比較的少な
かったこともあり、史上最高の666社出展者
数となり昨日初日の来場者は記録的なものと
なっています。
今年は機械のロボット化が進み、見ていてと
ても面白いものとなっています。金曜日まで
開催していますので時間のある方は観に来て
ください。私の会社と長沼さんの会社は同じ

５ホールで出展しています。入場券は電話い
ただければ入場口までお持ちいたします。
さて、本年度もあれよあれよ言う間に残り12
分の１となりました。積み残しの事業や案件
の無い様にこの１ヶ月がんばりますので宜し
くお願い致します。最大の重要案件は会長ノ
ミニーの選考であります。大変苦慮いたして
います。皆様のご協力よろしくお願いいたし
まして、会長報告とさせて頂きます。

本年度・次年度　合同理事・役員会
第12回　理事・役員会議事録

＜審議事項＞
１．５月度会計報告………………………承認
２．立野秀一氏についての入会審査報告と入

会の賛否
①　入会審査報告（会員選考委員会、職業

分類委員会）異議なし。（職業分類：
司法書士）

②　入会の賛否
　　　全員賛成。　
３．山尾尚司氏についての入会審査報告と入

会の賛否
①　入会審査報告（会員選考委員会、職業

分類委員会）

　　異議なし。（職業分類：造園管理）
②　入会の賛否
　　全員賛成。　
よって立野氏、山尾氏共に会員による審査
を行う。その為、次回例会（6月13日）に
おいて会員にプロフィールを配布する。

４．本会員の休会期間延長について
　　休会延長を認める。
　　期間は特に定めずに「当分の間」とする。
＜報告事項＞
親睦活動委員会
　　会長幹事慰労会について
　　６月22日金曜日　午後６時30分より草津

亭に於いて開催。現在の参加者32名　



ニコニコボックス
＜ガバナー補佐　小林征夫様、分区幹事　野口昇兵様＞
・１年間分区活動にご協力いただき有難う
ございました。

＜東京浅草R.C.　冨士滋美様＞
・本日、卓話をさせて頂きます。私よりも浅草
にお詳しい皆様の前で僭越ですが、ゆっくり
とお休み下さいます様お願い致します。

＜東京浅草R.C.　大野晴治様＞
・冨士講師の応援にきました。卓話はホーム
クラブで拝聴致しておりますのでニコニコ
だけして失礼します。

＜東京浅草R.C.　坂 真太郎様＞
・第33回台東薪能・蝋燭能のご案内をさせて
頂きます。皆様のご来場をお待ち致してお
ります。

＜東京浅草R.C. 坂 真太郎様、長島、古谷、
原田、松崎、斎藤、海内、藤掛、中村、笹生、
永井、藤田、矢野、浜中＞

・冨士滋美様　本日の卓話よろしくお願い致
します。

＜植木＞
・本日卓話をお願い致しました冨士さんをご
紹介させて頂きます。田原さん、大野さん
ようこそ。ご苦労様です。

＜天笠＞
・自動車教習所へ行きました。２年も運転し
ないのでペーパードライバーの扱いです。
何とか頑張って自分で動きたいです。事故
を家族は心配しています。

＜大塚＞
・蔵前神社、例大祭儀滞りなく申し納めました。
＜藤掛＞
・今週の土・日にて、鳥越神社の祭礼が斎行
されます。先月より心身とも、否応なしに
祭礼モードになってます。皆様が楽しめる
よう頑張ります。
・吉田さん、大塚さん、伊石さん、第六天、
蔵前神社の祭礼お疲れ様でした。

＜長島、太田、松崎、宮村、海内＞
・東日本大震災
　頑張ろう		東日本‼　立ち上がれ		日本‼

＜関原＞
・一昨年の６月４日、お陰様で息子の歯科医
院が開院することができました。応援して
頂いた方々に感謝の気持ちでいっぱいで
す。特に患者さん１号になって頂いた園部
さんの御好意は言葉に言い尽くせぬ喜びで
した。息子も一生忘れることのない患者さ
んだと思います。さすが、ロータリー友達
はすばらしいと息子は思ったと思います。
本日は、その息子をつれてまいりました。
まだまだ若輩者ですが、技術だけは誰にも
負けないと本人のみが申しております。ど
うかよろしくお願い致します。

＜上原＞
・お誕生のお祝いをして戴き、有難うござい
ました。
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

第５回　被選理事・役員会議事録
1300回記念例会会場を東京スカイツリーの展
望レストランからそらまちのレストランに変
更の件………………………………………承認
（スカイツリーの展望レストランは円形の窓
に沿って細長く席が配置されているので、

パーティーにははなはだ適さない事が判明し
たため、スカイツリー展望の後そらまちへ移
動する。）
場所等は後日1300回記念例会実行委員会委員
長、長沼さん及び親睦活動委員会とで詳細を
つめる。



卓　話

「浅草ロータリアン　メーキャップのみやげ話」

東京浅草ロータリークラブ　　
　浅草観光連盟会長　　

冨　士　滋　美　様

＜今週担当　上野雅宏＞

　3月 18 日の「舟渡御」をご覧になった方は大勢いらっしゃると思います。
今日は、浅草中央ロータリー会員の皆様が、余所にメーキャップにいらっしゃって、
浅草の事を尋ねられた時、又スピーチを求められた時のご参考になるのではと云うお
話をさせて頂きたいと思います。
　あの、舟渡御の事から始めたいと思いますが、今から 700 年前 1312 年（正和元年）
に三社祭が始まったと「寛文縁起」に書かれて居る事から、三社祭 700 年のお祝いと
して、「堂上げ」「堂下げ」「舟祭礼」「庭祭礼」という昔の三社祭の形を再現致しました。
昔の三社祭は 3月 18 日、観音様本尊示現の日におこなわれていましたが、明治になっ
て暦が替わった時に、5月 18 日になった訳で、今でも三社祭とは別に「浅草寺御本
尊示現会」として、3月 18 日に「お堂上げ」「お堂下げ」を行っております。この三
社祭と示現会の違いは、お尋ねになる方が多いので、まずお話しさせて頂きました。

　さて、今日は、雷門から仲見世を通り、本堂をお参りする形で、色々なお話をさせ
て頂きます。まずは雷門から始めます。
「平将門の乱」に尽力の有った「平公雅」は、都に帰る途中浅草寺に参拝し「もう一
度この地に帰れますよう」祈願した。後に武蔵の国守に任じられ、感謝して、浅草寺
の七堂伽藍を再建しました。
「雷門」（風雷神門）もこの時に出来ましたが、その時は駒形に建てられたようです。
その後江戸時代だけでも 4回も火災に遭い、その都度再建されてきました。
最後に焼けたのは、1856 年、94 年後の 1960 年に松下幸之助翁に依って再建されたの
が今の雷門です。焼ける前の雷門の提灯は「雷門」でなく「志ん橋」と書かれていま
した。現在は本堂の提灯が「志ん橋」となっております。
　今日は、時間も 30 分と云う時間ですので、お話のご参考に私の店でお客様向けに
作って居ます「浅草博士」という豆知識の刷り物をお配りしてあります。
「雷門の仲見世よりの像」のお話は、今年の年賀状にも書きましたし、その他干支に
因んだ話として、ご披露しているお話も数多くありますので、その辺はお聞き流し下
さい。
その他に「千社札の話」「仲見世の歴史」「伝法院」「宝蔵門の提灯」「五重塔」
「本堂の提灯」「雉の厨子」など、お時間の許す限りお話したいと存じます。


